
資産およびプラント最適化サービス

データ駆動型サービスによる運用実績と財務実績の改善



お客様は日々、企業のさまざまな課題に取り組んでおられることと思います。

例えば、以下のようなお悩みはないでしょうか。
• 老朽化した、陳腐化した、またはサポートが終了したシステム
• 高額なMRO (メンテナンス (保守 )、リペア (修理 )、オペレーション (操業 )に必要となる備品・消耗品 )コスト
• 在庫管理の複雑さの増大
• 性能を発揮できない、または信頼性の低い資産 

日々の生産目標を満たすというプレッシャーのもとでこれらの課題に対処していくために、「とにかく業務を 
こなせば良い」という考え方に陥り、業務の全潜在能力を発揮できない可能性があります。

生産資産に対する投資利益率を最大化
当社の資産およびプラント最適化サービスは、お客様の積極的な企業課題への対応を支援する、またはロックウェル・
オートメーションがお客様にかわって企業課題に対応します。 
これにより、お客様は生産資産の運用実績および財務実績の最適化に注力できます。 

当社は、以下の 3つの主要な分野でお客様を支援します。

在庫管理サービスは、在庫管理を合理的かつコスト削減可能なマシンに転換します。

資産の最新化により、陳腐化リスクの特定と削減、および情報を活用した技術による最新化が可能です。

アセット・パフォーマンス・サービスにより、生産性を向上し、アセットパフォーマンスを新たなレベルまで 
引き上げます。

ためらう必要はありません
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運用実績と財務実績の改善
データ駆動型サービスの活用

世界中の製造企業のMROコストは、合計で年間 300億ドル
にも上ります。インフラや鉱業などの重工業では、収益の割合
の中でMROコストが最大であると報告されています。 

ボストン・コンサルティング・グループ :  
Capturing the MRO Advantage in Manufacturing (2016年 11月 )



在庫管理サービス

Installed Base Evaluation ™ (設置ベース評価 )では、
データを収集し、企業全体に設置されている重要な資
産に関する実用的なレポートを提供します。スペア部品
やサポートされていない機器のステータスを知ることで、
サポートや陳腐化管理に関する決定をより多くの情報に
基づいて下すことが可能になります。これらの評価により、
以下が可能になります。
• 過剰在庫の特定および排除
• 重要部品の常備
• 資産の最新の部品表への更新

「 まさに最初の 1週間で 
部品管理契約の 
元が取れました。」

電器 /計画管理者、 
鉱業事業者

利点

• スペア部品を簡単に入手

• 重要なスペア部品の整合性を維持

• 保管庫設計およびプロセスを最適化

• MRO意思決定を改善

• MROコストを削減 

当社の在庫管理サービスによってお客様の在庫管理を合
理化することで、稼働時間を拡大し、MROコストを最大
で 25%削減します。

保管庫管理サービスは重大な問題を特定し、保管庫運用
における業務上のギャップを解決します。当社は以下を
お手伝いします。
• 在庫レベルおよびMROコストの削減
• データ駆動型管理決定のサポート
• 在庫の正確性、フィルレート、および注文精度を含む、

KPIの向上

部品管理契約 (PMA)は、お客様のスペア部品在庫の 
所有および管理業務を当社に移管します。これにより、 
お客様は必要なときにスペア部品がいつでも手に入り、
不要な在庫を長期間抱えることがなくなります。また、 
在庫コストの最小化、重要な資産の稼働時間の最大化、
およびMTTR(平均修理時間 )の短縮にもつながります。

MRO在庫管理サービスでは、需要管理プロセスによっ
てお客様のMROコスト削減を支援します。専属の資産
管理専門家がお客様のもとに出向き、リスクや障害の根
本原因の特定、問題解決プロセスの実施、資産最適化の
改善、陳腐化の管理などを行ないます。当社のプログラ
ムにより、お客様の何億ドルものコスト削減に成功してい
ます。



資産の最新化サービス

最新化プロジェクトを成功させましょう。当社はお客様の
最も重要な資産や重大な陳腐化リスクの特定、旧式の資
産のサポート、および最新技術の実装をお手伝いします。

Installed Base Evaluation (設置ベース評価 )では、
お客様の重要なハードウェアおよびソフトウェア資産の全
体的な分析を行ないます。これにより、潜在的なリスクや
個別の改善の可能性を特定し、最新化プロジェクトのロー
ドマップとすることができます。

レガシーサポートとライフサイクルの延長サービスは、
最新化を推進するお客様をサポートします。

• レガシーサポートにはスペア部品管理、修理、および
予防保守が含まれ、最新化プロジェクト完了まで旧式
の機器をサポートします。

• ライフサイクル延長契約には、旧式の機器を使用する
ことで発生するリスクやそれに伴うコストの回避に必
要な修理、スペア部品、またはエンジニアリングを含め
ることができます。

最新化サービスは最新化計画の策定、およびお客様に
とって最適な実装を支援します。

• サポートスタッフを機器やソフトウェアの障害発生時に
トラブルシューティングできるよう、お客様の施設に常
駐させることができます。

• 移行サービスは、ハードウェアおよびソフトウェアの移
行エンジニアリングやスタートアップサービスを含むカ
スタマイズされたアップグレードソリューションを提供
します。

「 プロジェクト全体にわたってロックウェル・オートメーションの 
チームが提供するスキルと信頼性の高いサポートが、 
結果に大きな違いをもたらしました。」

電気およびオートメーションマネージャ、 
食品生産施設、制御システム最新化プロジェクト

利点

• 重大なリスクを特定

• 最新化のオプションを評価

• 最新化およびレガシーサポートを計画

• 最新のソリューションを実装

• パフォーマンスを最適化

650億ドル以上の 
旧式のオートメーション資産が 
使用寿命の終わりを迎えつつあります。

ARCアドバイザリーグループ



アセット・パフォーマンス・サービス

「 当社は信頼性重視の保守にさらに焦点を絞り、 
稼働時間を 75%から 80%に向上させました。」

業界有数のディーゼルエンジン製造メーカ、 
ロックウェル・オートメーションの 

アセット・パフォーマンス・サービスをご利用

個々の機器か、アプリケーション全体か、または機器一式
かに関わらず、資産に最高のパフォーマンスを発揮させ
たいとお思いのはずです。当社のアセット・パフォーマン
ス・サービスにより、お客様の資産を監視し、可用性を向
上させ、ダウンタイムが発生する前に問題を特定できます。

資産信頼性サービスは資産内の膨大なメンテナンスデー
タを使用して、パフォーマンスを改善し、リスクを軽減し
ます。当社は以下が可能です。
• 成果ベースの信頼性プログラムの策定
•  リスクの事前通知、デバイス変更の追跡、および 
メンテナンスベースの決定の合理化を行なう自動資産
インテリジェンスシステムの導入 

リモートモニタおよび分析サービスにより、重要な資産
をモニタし、パフォーマンスに関する貴重な洞察を手に
入れることができます。生産データ、資産の健全性と診断、
およびその他の情報を活用して、より良い決定を下すこ
とができます。分析によって得られる予測結果を使用し
てリスクを特定し、ダウンタイムを防ぐことも可能です。

予防保守サービス契約により、重要な資産を継続的に
ピーク効率で運用できます。ロックウェル・オートメーショ
ンは、お客様と連携して未解決のシステム障害を特定し、
どのコンポーネントが修理や交換が必要かをお伝えしま
す。これによって、時間で実施する予防保守プログラム
で発生しがちな不要な修理の関連コストの削減が可能に
なります。

利点

• ダウンタイム発生前に問題を特定

• 資産の健全性を現場や離れた場所からモニタ

• 保守を合理化

• 資産の可用性を向上

• 収益を増加

現在実施されている予防保全業務の 
60%は不要です。

Oniqua Enterprise Analytics、レポート



課題
• 大手の石油&ガス会社が、プロセス制御ネットワーク内のデータを収集する
ための総合的なシステムを必要としていました。

• この会社が使用していた手作業によるデータ収集処理では、6つの油田に 
対して 2,800台の制御装置が設置された、大規模かつ動的なプロセス制御
ネットワークには対応できませんでした。

• このプロセスにより、環境リスクおよびサイバーセキュリティに関するリスク
が発生していました。

ロックウェル・オートメーションが提供したソリューション
• 診断信頼性 (DR)システムがプロセス制御ネットワークを継続的にスキャンし、
制御ハードウェアを自動的に識別、調査、モニタ

• Allen-Bradley®およびサードパーティ製のデバイスに安全かつセキュアな
システムを適用

• 各デバイスと通信するネイティブな産業用プロトコルを使用し、プロセス 
制御ネットワーク上のすべてのデバイスの場所を特定してタグ付けするよう、
独自のプログラムによってシステムに指示

• DRシステムが各資産の分析も行ない、ステータス、健全性、パラメータ 
変更を確認

• ロックウェル・オートメーションのフィールド・サービス・エンジニアが 2人 
常駐し、DRシステムが特定した問題をお客様のチームと共にトラブル 
シューティングして解消

お客様の成功事例

石油事業大手がサイバーセキュリティを
強化し、人件費を削減

成果
• この石油会社の事業部は、 
産業用制御システムを対象とし
た ISA99規格に基づく新しい 
企業向けサイバーセキュリティ
ポリシーに完全準拠しました。

• 自動リアルタイムデータ収集に
移行したことで、先行保全も可
能になり、現場での人件費削減
と石油の日産量増加を実現しま
した。



ロックウェル・オートメーションのサービス
リスクの最小化。生産性の最大化。

お客様が抱えるビジネス課題をロックウェル・オートメーションがどのように解決するのかを詳しくお知りになりたい場合は、 
最寄りの正規販売代理店または当社の営業所に問い合わせるか、または rok.auto/indmaintenanceJA をご覧ください。

Allen-Bradley、LISTEN.THINK.SOLVE.、Rockwell Automation、およびRockwell Softwareは、Rockwell Automation Inc.の商標です。 
Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。

サービス内容は地域により変わることがあります。
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